令和２年度定例会・臨時会の開催状況
開催日

4月定例会
4月23日

5月定例会
5月25日

6月定例会
6月25日

7月定例会
7月22日

8月定例会

議事
会議録署名委員の指名について
3月臨時会，3月定例会議事録について
議案第21号 旅館業に係る施設の設置場所に関する意見について
スクールソーシャルワーカー設置に関する規則の一部改正に
報告第10号
ついて
報告第11号 小美玉教育相談員設置規則の一部改正について
報告第12号 小美玉市立中学校部活動指導員取扱要綱の制定について
報告第13号 学校事務共同実施グループ事務長の任命について
小美玉市社会教育委員兼公民館運営審議会委員の委嘱につい
報告第14号
て
報告第15号 小美玉市教育委員会会議規則の一部改正について
報告第16号 就学援助について
報告第17号 区域外就学及び指定校変更について
会議録署名委員の指名について
4月定例会議事録について
議案第22号 令和2年度教育予算（補正予算）について
報告第18号 小美玉市教育支援委員会委員について
報告第19号 小美玉市学校運営協議会委員の任命について
報告第20号 小美玉市いじめ防止推進委員会委員の任命について
報告第21号 小美玉市学校給食献立会議員の任命について
小美玉市任期付市費負担教職員の採用,給与及び勤務条件等の
報告第22号
特例に関する条例の一部改正について
報告第23号 小美玉市学校評議員の委嘱について
報告第24号 就学援助について
報告第25号 区域外就学及び指定校変更について
会議録署名委員の指名について
5月定例会議事録について
小美玉市いじめ問題対策連絡協議会規則の一部を改正する規
議案第23号
則について
議案第24号 小美玉市義務教育学校開校準備委員会委員の委嘱について
新型コロナウイルス感染症の影響による令和2年度小美玉市
議案第25号
立学校の夏季休業日の期間の特例に関する規則について
報告第26号 小美玉市学校給食運営委員会委員の委嘱について
報告第27号 小美玉市青少年相談員の委嘱について
報告第28号 小美玉市立小学校の臨時休業について
報告第29号 就学援助について
報告第30号 区域外就学及び指定校変更について
会議録署名委員の指名について
6月定例会議事録について
令和3年度小・中学校において使用する教科用図書並びに
議案第26号 小・中学校特別支援学級（知的障害）において使用する教科
用図書の採択について【非公開】
令和2年度小美玉市一般会計補正予算（第3号）について【公
報告第31号
開】
令和元年度小美玉市一般会計（教育費）の決算について【非
報告第32号
公開】
報告第33号 就学援助について【非公開】
報告第34号 区域外就学及び指定校変更について【非公開】
会議録署名委員の指名について
7月定例会議事録について

議案第27号 令和2年度教育予算（補正予算先議分）について【非公開】
議案第28号 令和2年度教育予算（補正予算）について【非公開】
8月定例会
小美玉市立幼稚園設置条例の一部を改正する条例について
議案第29号
【非公開】
8月27日 報告第35号 小美玉市立堅倉小学校の通学支援について【非公開】
小美玉市立幼稚園,小学校及び中学校の授業中止について【公
報告第36号
開】
報告第37号 就学援助について【非公開】
報告第38号 区域外就学及び指定校変更について【非公開】
会議録署名委員の指名について
8月定例会議事録について
議案第30号 令和3年度小美玉市立幼稚園児募集要項について【公開】
小美玉市立幼稚園児預かり保育に関する規則の一部を改正す
る規則について【公開】
議案第32号 小美玉市教育委員会職員の任免について【非公開】
9月定例会
専決処分の承認について（小美玉市幼稚園バス管理規程の一
報告第39号
部を改正する規程について）【公開】
9月28日
専決処分の承認について（小美玉市立よつば幼稚園の幼稚園
報告第40号
バス買入れ契約の締結について）【公開】
報告第41号 就学援助について【非公開】
報告第42号 区域外就学及び指定校変更について【非公開】
専決処分の承認について（令和2年度教育予算（補正予算追
報告第43号 加分）を令和2年第3回小美玉市議会定例会に提案すること）
【非公開】
会議録署名委員の指名について
10月臨時会
議案第33号 工事請負契約の締結について【非公開】
10月19日
議案第34号 令和2年度教育予算（補正予算）について【非公開】
会議録署名委員の指名について
9月定例会議事録について
10月定例会
専決処分の承認について（小美玉市スポーツ推進委員の委嘱
報告第44号
について）【公開】
10月26日 報告第45号 専決処分の承認について（小美玉市スポーツ推進審議会委員
報告第46号 就学援助について【非公開】
報告第47号 区域外就学及び指定校変更について【非公開】
会議録署名委員の指名について
10月定例会議事録について
議案第35号 令和2年度教育予算（補正予算）について【非公開】
小美玉市任期付市費負担教職員の採用、給与及び勤務条件等
議案第36号 の特例に関する条例の一部を改正する条例の制定について
【非公開】
小美玉市立小学校スクールバスの運行及び利用に関する規程
議案第37号 の制定及び小美玉市立小川南小学校スクールバス運行管理規
程の廃止について【非公開】
11月定例会
小美玉市児童通学バス利用券交付要綱の制定について【非公
議案第38号
開】
11月25日 議案第39号 動産の買入れ契約の締結について【非公開】
小美玉市立学校給食センター条例の一部を改正する条例につ
議案第40号
いて【非公開】
議案第41号 動産の買入れ契約の締結について【非公開】
専決処分の承認を求めることについて（動産の買入れ契約の
報告第48号
締結について）【公開】
議案第31号

専決処分の承認を求めることについて（小美玉市スポーツ少
年団活動補助金交付要綱の廃止について）【公開】
報告第50号 就学援助について【非公開】
報告第51号 区域外就学及び指定校変更について【非公開】
報告第49号

会議録署名委員の指名について
11月分定例会議事録について
議案第42号

小美玉市任期付市費負担教職員の採用、給与及び勤務条件等の特
例に関する条例施行規則の一部を改正する規則について【公開】

小美玉市教育委員会公印規則の一部を改正する規則について【公
開】
専決処分の承認を求めることについて（令和2年度教育予算補正予
報告第52号
算追加分）【公開】
専決処分の承認を求めることについて（動産の買入れ契約の締結
報告第53号
について）【公開】
専決処分の承認を求めることについて（動産の買入れ契約の締結
報告第54号
について）【公開】
報告第55号 区域外就学及び指定校変更について【非公開】
会議録署名委員の指名について
12月分定例会議事録について
小美玉市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を
議案第1号
定める条例の一部を改正する条例について【非公開】
小美玉市立学校設置条例の一部を改正する条例の一部を改正する
議案第2号
条例について【非公開】
専決処分の承認を求めることについて（令和2年度教育予算補正予
報告第1号
算）【公開】
専決処分の承認を求めることについて（動産の買入れ契約の締結
報告第2号
について）【公開】
報告第3号
区域外就学及び指定校変更について【非公開】
会議録署名委員の指名について
1月定例会議事録について
議案第3号
小美玉市部活動の在り方に関する活動方針について【公開】
議案第4号
小美玉市小中一貫教育基本方針について【公開】
小美玉市教育員会事務局組織規則の一部を改正する規則について
議案第5号
【非公開】
小美玉市非常勤幼稚園長等の職務及び勤務条件等に関する規則の
議案第6号
一部を改正する規則について【公開】
議案第7号
小美玉市奨学生の採用について【非公開】
議案第8号
令和2年度教育予算（補正予算）について【非公開】
議案第9号
令和3年度教育予算（当初予算）について【非公開】
報告第4号
就学援助について【非公開】
報告第5号
区域外就学及び指定校変更について【非公開】
令和2年度末･令和3年度始め県費負担教職員の任免に関する内示に
議案第10号
ついて【非公開】
議案第11号 令和2年度教育予算（補正予算追加分）について【非公開】
小美玉市いじめ防止推進委員会設置条例の一部を改正する条例に
議案第12号
ついて【公開】
小美玉市教育振興基本計画審議会条例の一部を改正する条例につ
議案第13号
いて【公開】
小美玉市放課後児童クラブ施設整備等支援事業補助金交付要綱の
議案第14号
制定について【公開】

12月定例会 議案第43号
12月25日

1月定例会
1月25日

2月定例会
2月24日

3月臨時会
3月15日

会議録署名委員の指名について
2月定例会議事録について
議案第15号

小美玉市教育委員会事務局職員の任免について【非公開】

議案第16号
議案第17号
議案第18号
議案第19号
議案第20号
議案第21号
議案第22号
議案第23号
議案第24号
3月定例会

議案第25号

3月25日

議案第26号
議案第27号
議案第28号
議案第29号
議案第30号
議案第31号
議案第32号
議案第33号
議案第34号
議案第35号
議案第36号
報告第6号

小美玉市任期付市費負担教職員の任免について【非公開】
小美玉市部活動指導員の任免について【非公開】
小美玉市立義務教育学校の設置に伴う関係規則の整理に関する規
則の制定について【公開】
小美玉市立義務教育学校の設置に伴う関係告示の整理に関する告
示の制定について【公開】
小美玉市立義務教育学校の設置に伴う関係要綱等の整理に関する
訓令の制定について【公開】
行政組織機構改革に伴う小美玉市教育委員会関係規則の整理に関
する規則の制定について【公開】
行政組織機構改革に伴う小美玉市教育委員会関係告示の整理に関
する告示の制定について【公開】
行政組織機構改革に伴う小美玉市教育委員会関係規程の整理に関
する訓令の制定について【公開】
小美玉市児童生徒の就学に関する規則の一部を改正する規則につ
いて【公開】
小美玉市立学校スキー教室における補助金交付要綱の制定につい
て【公開】
小美玉市立学校管理規則の一部を改正する規則について【公開】
小美玉市立学校事務の共同実施に関する規程の一部を改正する訓
令について【公開】
小美玉市立学校教職員安全衛生管理規程の一部を改正する訓令に
ついて【公開】
小美玉市いじめ問題対策連絡協議会規則の一部を改正する規則に
ついて【公開】
小美玉市学校運営協議会規則の一部を改正する規則について【公
開】
小美玉市放課後子供教室運営規則の一部を改正する規則について
【公開】
小美玉市放課後児童健全育成事業実施規則の一部を改正する規則
について【公開】
小美玉市立学校給食センター条例施行規則の一部を改正する規則
について【公開】
小美玉市学校給食運営委員会設置要綱の一部を改正する告示につ
いて【公開】
小美玉市美野里地区幼稚園統合準備委員会設置要綱の廃止につい
て【公開】
心の教室相談員設置要綱の廃止について【公開】
区域外就学及び指定校変更について【非公開】

